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〇支出負担行為担当官 関東地方整備局長 石原 康弘 （埼玉県さいたま市中央区新都心２１）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
14 Ｈ30テレメータ装置１式製造（下館管内） 購入等 一般 30.12.20 三菱電機
システムサービス㈱東京テレコム支社 東京都品川区南品川２３６ 46170000円 
30.10.18 最低価格

〇支出負担行為担当官 北陸地方整備局長 吉岡 幹夫 （新潟市中央区美咲町１丁目１番１号）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
13 排水ポンプ（75／min、揚程10m）６台購入 購入等 一般 30.12.18 クボ
タ機工株式会社 東京都中央区日本橋本石町３丁目３番10号 28000000円 30.10.26 最
低価格 30507840円

〇支出負担行為担当官 九州地方整備局副局長 稲田 雅裕 （福岡市博多区博多駅東２10７）
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
２ 平成30年度Ａ重油（１～３月分） 購入等 一般 30.12.21 林兼石油㈱下関支
店 山口県下関市大和町１13９ 63828円 30. 3.14 最低価格 90720円

〇支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 笠井 之彦 （東京都千代田区隼町４２）
◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 13
14、71、27 裁判事務支援システム用機器等の賃貸借等 一式 借入 一般 30.11.16
㈱ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３４１ 205072560円 30. 8.20 総合評価
215086584円

〇国立研究開発法人情報通信研究機構 契約担当理事 田尻 信行 （東京都小金井市貫井北町４
２１）
◎調達機関番号 816 ◎所在地番号 13
71、27 第５世代移動通信システム総合評価装置 ネットワーク制御部 一式 購入等 
随意 30.11.19 ㈱ビットマイスター 埼玉県さいたま市浦和区岸町７11２ 松栄浦和ビ
ル201 105500000円 30.10.25 ｄ「互換性」

〇契約責任者 独立行政法人国立印刷局財務担当理事 足立 寛子 （東京都港区虎ノ門２２５）
◎調達機関番号 562 ◎所在地番号 13
５ 銀行券印刷機用ブランケット 1450枚 購入等 随意 30.12. 5 ㈱金陽社（東
京都品川区大崎１２２） 12528000円 30.11.13 ｂ「技術的理由による競争の不存
在」
14、71、27 印刷局ネットワークシステム用通信機器の購入及び保守 一式 購入等 一
般 30.12.18 富士電機ＩＴソリューション㈱（東京都千代田区外神田６1512） 
34178220円 30.10.19 最低価格
71、27 人事・給与システムの環境構築・移行作業及び運用作業 一式 購入等 随意
30.11.20 ㈱ワークスアプリケーションズ（東京都港区赤坂１1232） 15660000円
30.10.24 ｂ「排他的権利の保護」

〇国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 調達部長 寺田 弘慈 （東京都調布市深大寺東町七丁
目44番地１）
◎調達機関番号 587 ◎所在地番号 13
71、27 平成30年度財務会計システム機能改修の実施 購入等 随意 30.11.29 ア
クセンチュア株式会社 東京都港区赤坂１８１ 11712600円 30.10.18 ｄ「互換性」

〇国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所核融合研究所 管理部長 境野 武 （青
森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘２番地166）
◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 02
24 ＩＦＭＩＦ／ＥＶＥＤＡ原型加速器ＲＦＱ冷却水温度安定化用冷水槽等の製作 購入等
一般 30.12.14 高砂熱学工業株式会社（東京都新宿区新宿６2730） 60480000

円 30. 9.21 最低価格
24 高周波誘導結合プラズマ分析システムの購入 購入等 一般 31. 1. 7 美和電
気工業株式会社（東京都新宿区新宿１８５） 29786400円 30.10.10 最低価格

〇契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 大東 和美 （東京都港区北青山二
丁目８番35号）
◎調達機関番号 576 ◎所在地番号 13
24 ナショナルトレーニングセンター拡充棟（仮称）ベッド及び寝具の調達 購入等 一
般 30.12.25 フランスベッド株式会社（東京都昭島市中神町1148番地５号） 23000000
円 30.10.31 最低価格

〇分任契約担当者 国立研究開発法人科学技術振興機構 契約部長 岩田 一彦 （東京都千代田区
四番町５番地３）
◎調達機関番号 813 ◎所在地番号 13
71、27 平成30年度researchmapデータ交換システムの機能追加・改修 一式 購入等 
随意 30.11. 1 東京コンピュータサービス㈱（東京都文京区本郷１18６） 
17452800円 30.10. 5 ｄ「互換性」

〇国立研究開発法人理化学研究所 筑波事業所 研究支援部長 川嶋 一美 （茨城県つくば市高野
台３丁目１番１号）
◎調達機関番号 814 ◎所在地番号 08
26 理化学研究所筑波地区で使用する電気 購入等 一般 30.12.26 サミットエナ
ジー株式会社（東京都千代田区内神田二丁目３番４号） 214493401円 30.10. 1 最低価
格
14 バイオインフォマティクスプラットフォームシステム 購入等 一般 30.12.20
株式会社池田理化（東京都千代田区鍛冶町１丁目８番６号 神田ＫＳビル） 12073320円
30.10.16 最低価格

〇国立研究開発法人理化学研究所 契約業務部長 川鍋 隆 （埼玉県和光市広沢２番１号）
◎調達機関番号 814 ◎所在地番号 11
24 波長可変超短パルスレーザー発振器 一式 購入等 一般 30.11.22 コヒレン
ト・ジャパン株式会社 東京都渋谷区代々木２１１ 17903160円 30. 9.20 最低価
格
14 クラスター計算機の機能増強 一式 購入等 随意 30.12. 3 ＨＰＣシステム
ズ株式会社 東京都港区海岸３９15 19000000円 30.11. 7 ｂ「排他的権利の保護」、
ｄ「互換性」






		2019-01-18T14:55:30+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




